
教育委員会 （１２２ 学校教育の充実）
（単位：千円）

細事業名称 本年度事業費
（教育改革の推進）
☆ 教育政策費 教育改革推進事業費 2,968
☆ 教育政策費 高校活性化推進事業費 5,287
☆ 教育政策費 自ら創る学校支援事業費 11,685

教育政策費 活力ある学校づくり推進事業費 22,446
☆ 教育政策費 学校評価システム構築事業費 10,006

管理企画費 次期教育振興ビジョン（仮称）策定事業費 4,500
56,892

（児童生徒の基礎学力の向上）
指導行政費 指導主事活動費 1,783
小・中学校生徒指導費 豊かな体験活動推進事業費 12,733

☆ 小・中学校生徒指導費 学力向上支援事業費 14,272
☆ 小・中学校生徒指導費 学びのステージ創造推進事業費 2,621

小・中学校生徒指導費 小学校外国語活動の教材の効果的な活用推進事業費 4,000
小・中学校生徒指導費 理科支援員等配置事業費 34,891
小・中学校生徒指導費 小学校における学力定着調査研究事業費                        8,000
教科書事務費 教科書事務費 713

◇ 外国人児童生徒支援費 外国人児童生徒教育支援事業費 15,793
外国人児童生徒支援費 外国人の子どもの就学支援緊急雇用創出事業費                  16,890
旅費 小学校教職員旅費 275,605
旅費 中学校教職員旅費 242,745
学校部活動振興費 中学校部活動振興費 10,423
地域教育推進費 学校支援地域本部事業費 27,688

668,157

（特色ある教育の推進）
指導行政費 生産クラブ活動等全国大会出場者派遣支援事業費 4,235
高等学校生徒指導費 集まれ高校生支援事業費 2,115
高等学校生徒指導費 高校芸術文化祭費 16,181

☆ 高等学校生徒指導費 学校・地域との協働によるキャリア教育実践事業費 32,696
高等学校生徒指導費 学力向上対策支援事業費 8,921
高等学校生徒指導費 新学習指導要領に対応した教育課程編成支援事業費 3,479

☆ 高等学校生徒指導費 元気な三重を創る高校生育成事業費 3,199
高等学校生徒指導費 高度福祉系人材育成支援事業費 3,607
高等学校生徒指導費 医学部等進学向上対策支援事業費 1,689
高等学校生徒指導費 インターンシップ等受入事業所拡大・充実緊急雇用創出事業費 1,050
高等学校生徒指導費 県立学校就労支援総合ネットワーク構築事業費                  13,145
高等学校生徒指導費 高等学校における外国人生徒教育充実支援事業費            10,849
高等学校生徒指導費 新学習指導要領に対応した授業実践研究事業費                  9,002
国際教育費 語学指導等を行う外国青年招致事業費 254,279
管理企画費 防災教育推進事業費 1,969
教科書事務費 高等学校定時制通信制教育教科書学習書給与費 5,802
入学者選抜事務費 入学者選抜事務費 8,339
奨学費 高等学校定時制通信制修学奨励費 3,486
学校運営費 高等学校運営費 2,151,976
学校部活動振興費 高等学校部活動振興費 46,668
設備充実費 設備充実費 14,825
設備充実費 相可高校統合整備事業費                                      59,988
情報教育事業費 情報教育充実支援事業費 214,979
実習船運営費 実習船運営費 103,087
実習船運営費 実習船建造費                                                153,972

3,129,538

事業名称

小計

小計

小計



細事業名称 本年度事業費事業名称

（特別支援教育の推進）
特別支援教育振興費 特別支援学校メディカル・サポート事業費 4,035

☆ 特別支援教育振興費 子どもの発達支援ネットワーク事業費 1,897
☆ 特別支援教育振興費 障がい児者就労・自立支援事業費 6,238
☆ 特別支援教育振興費 特別支援教育総合推進事業費 3,190

特別支援教育振興費 特別支援学校企業就労実現支援緊急雇用創出事業費 44,097
特別支援教育振興費 自閉症に対応した教育課程の在り方に関する調査研究事業費 1,133
特別支援教育振興費 発達障がい指導・支援充実事業費                              6,433
指導運営費 特別支援学校児童生徒増加等に伴う整備支援事業費 8,794
学校運営費 特別支援学校運営費 403,437
指導運営費 特別支援学校スクールバス等運行委託事業費 224,934
指導運営費 特別支援学校スクールバス整備事業費 82,059
指導運営費 特別支援学校学習環境等基盤整備事業費 64,377
就学奨励費 特別支援学校就学奨励費 117,343

967,967

（健やかな心を育む教育の推進）
小・中学校生徒指導費 学校非公式サイト対策推進事業費 16,386
小・中学校生徒指導費 生徒指導総合連携推進事業費 900

☆ 小・中学校生徒指導費 生徒指導対策事業費 40,510
☆ 小・中学校生徒指導費 不登校対策事業費 44,510
☆ いじめ・不登校対策充実事業費 スクールカウンセラー等活用促進事業費 175,752

いじめ・不登校対策充実事業費 ハートフル相談員緊急雇用創出事業費                          30,357
いじめ・不登校対策充実事業費 教育支援センター相談員緊急雇用創出事業費                    1,983

310,398

（子どもたちの安全の確保と健康の増進）
学校保健安全管理費 県立学校児童生徒等健康管理事業費 52,376
学校保健安全管理費 健康保障事業費 178,461
学校保健安全管理費 スクールガード推進事業費 729
学校保健安全管理費 子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業費 3,554
学校保健安全管理費 スクールヘルスリーダー派遣事業費 318
学校保健安全管理費 子ども安全・安心サポート緊急雇用創出事業費                  81,506
学校保健安全管理費 児童生徒のアレルギー疾患対応推進事業費                      1,195
学校給食対策費 学校給食の衛生・品質管理事業費 5,659
学校給食対策費 定時制高等学校夜食費補助事業費 2,605
学校給食対策費 安全・安心な学校給食整備対策事業費 360

◇ 学校給食対策費 学校食育推進事業費 3,109
学校スポーツ費 運動部活動支援事業費 173,552

☆ 学校スポーツ費 地域連携学校スポーツ支援事業費 27,877
スクールスポーツライフ支援費 スクールスポーツライフ支援事業費 18,541

☆ 管理企画費 教育委員会新型インフルエンザ対策推進事業費 1,958
551,800

（教職員の資質の向上）
☆ 人事管理費 教員の指導力向上支援事業費 20,678
☆ 人事管理費 教職員人材育成推進事業費 540
☆ 人事管理費 ネットＤＥ研修を活用した教師力向上事業費 22,944
☆ 人事管理費 子どもいきいきバックアップ事業費 38,094
☆ 人事管理費 学校の教育力向上支援事業費 8,500

教員免許ステップアップ事業費 教員免許ステップアップ事業費 6,802
総合教育センター費 総合教育センター管理運営費 45,556
総合教育センター費 教職員研修事業費 44,375
総合教育センター費 教育サービス事業費 10,259

小計

小計

小計



細事業名称 本年度事業費事業名称
総合教育センター費 いじめ電話相談事業費 5,491
総合教育センター費 緊急対策「授業力向上プロジェクト」事業費                    9,500

212,739

（学校施設等学習環境の整備）
委員会総務費 委員会総務費 11,937
管理企画費 管理企画費 100,753
公立文教施設整備事務費 公立文教施設整備事務費 1,553
人事管理費 教員採用試験事務費 9,837
人事管理費 一般人事管理費 72,944
給与管理費 給与管理費 255
電算システム管理費 電算システム管理費 134,340
教職員人事管理システム運営費 教職員人事管理システム運営費 50,276
奨学費 高等学校等進学支援事業費 554,063
奨学費 高等学校等修学奨学基金積立金 463,787
奨学費 高等学校就学支援金交付事業費                                4,599,603
奨学費 高等学校入学料・教科書費給付事業費                          114,264
奨学費 高校生修学支援臨時特例基金積立金                            180,097
教職員恩給及び退職年金費 教職員恩給退職年金費 197,657
教職員厚生費 公立学校共済組合負担金 65,806
教職員厚生費 教職員健康支援事業費 144,461
教職員厚生費 福利厚生事務費 2,286
教職員厚生費 県立学校教職員健康管理対策費 59,022
教職員厚生費 教職員メンタルヘルス対策費 4,727
教職員住宅費 教職員住宅費 408,231
人事運営費 高等学校人事運営費 37,903
指導運営費 授業料口座振替事業費 13,897
校舎その他修繕費 校舎その他修繕費 260,574
校舎その他建築費                                            校舎その他建築費                                            2,620,552
財産管理事務費 財産管理事務費 121,311
財産管理事務費 学校施設法定点検事業費 34,203
デジタルスクールネットワーク事業費 学校情報「くものす」ネットワーク事業費 342,469
校舎その他建築費 県立高等学校耐震化促進緊急対策事業費                        774,025
防火施設整備費 防火施設整備費 32,000
人事運営費 特別支援学校人事運営費 227,347
特別支援学校施設建築費 特別支援学校施設建築費 232,048

11,872,228

（私学教育の振興）
私立学校振興費 私立高等学校等振興補助金 4,510,194
私立学校振興費 私立高等学校等教育改革推進特別補助金 85,385
私立学校振興費 私立幼稚園振興補助金 1,876,282
私立学校振興費 私立幼稚園心身障がい児助成事業補助金 21,560
私立学校振興費 私立特別支援学校振興補助金 146,175
私立学校振興費 私立高等学校施設整備費補助金 16,386
私立学校振興費 私立高等学校教育国際化推進事業費補助金 3,300
私立学校振興費 私立高等学校交通遺児等授業料減免事業費補助金                336
私立学校振興費 私立学校人権教育推進補助金 13,878
私立学校振興費 私立専修学校振興補助金 39,590
私立学校振興費 私立外国人学校振興補助金 12,000
私立学校振興費 私立学校教職員退職基金財団補助金 198,388
私立学校振興費 私立学校研修等事業費補助金 4,300
私立学校振興費 日本私学振興・共済事業団補助金 69,546
私立学校振興費 専修学校高等課程修業奨学金 1,040
私立学校振興費 専修学校専門課程修業支援利子助成金 179

小計

小計



細事業名称 本年度事業費事業名称
私立学校振興費 私立学校振興等事務費 2,835
私立学校振興費 私立外国人学校教材費等補助金                                46,620
私立学校振興費 私立学校耐震化緊急整備費補助金                              300,000
私立学校振興費 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金 26,231
私立学校振興費 私立高等学校授業料減免補助金                                133,918
私立学校振興費 私立高等学校等就学支援金交付事業費                              1,872,128
私立学校振興費 私立高等学校等入学料・教科書費給付事業補助金                      103,472

9,483,743

27,253,462

小計

合計


